
18:00 18:00 18:00

オリジナル健康体操
ベビー・リトル

１０：３０～１１：１５
(スイミング/体操)

松葉 弥生

運動塾

30 30 30

14:00

30 30 30

バレトン

１４：００～１４：４５

山本 泉

14:00 14:00
伊藤 憲司

アクアビクス

１４：１５～１５：００

30 30

12:00

プール・マシン利用17:45　チェックアウトタイム　18：00 プール・マシン利用17:45　チェックアウトタイム　18：00

30 30 30

17:00 17:00 17:00

15:00

30 30 30

16:00 16:00 16:00

15:00 15:00
大橋 弥生

30

13:00 13:00 13:00

30 30 30

12:00 12:00

１２：００～１３：００ １２：１０～１２：５５

小菅　弘一
中井 美津子

ZUMBA

１１：３０～１２：００

小菅　弘一

【少人数有料スクール】

ビランクスヨーガ スイミングトレーニング

【少人数有料スクール】

スイミングスクール

１３：００～１４：００運動塾

30 30

スイミング

10:00

30 30 30

10:00 10:00

11:00 11:00 11:00

30
11：20～11：35

腸活腹筋トレーニング
クロール(初級)

運動塾

スクール
ボディバランス４５                  ※奇数

週ＳＴ、偶数週FX
ベビー・リトル

１０：３０～１１：１５
(スイミング)

松下 茜

運動塾

スクール

コナミスポーツクラブ大垣　スタジオ＆プール　祝日プログラムタイムスケジュール
9/19(月・祝) 営業時間10：00～18：00 9/23(金・祝) 営業時間10：00～18：00

スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール

スイミング

ボディコンバット60

１４：００～１５：００

髙殿 礼子

ボディコンバット４５

１１：４５～１２：３０

町野 祐子 

ボディパンプ３０

１３：００～１３：３０

町野 祐子 

１１：４５～１２：３０

松葉 弥生



火曜日

コナミスポーツクラブ 大垣     スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール ２０２２年９月度
月曜日 水曜日 木曜日

スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール

金曜日 土曜日

ボディバランス４５
※奇数週ＳＴ、偶数週FX

リラクゼーションヨガ

日曜日
スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール

(定員10名)
11：20～11：35

腸活腹筋トレーニング30

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

運動塾

ベビー・リトル シェイプエアロ

10:00

運動塾 運動塾 運動塾 運動塾

30 スクール スクール スクール スクール

１０：３０～１１：１５ ベビー・リトル ベビー・リトル (スイミングスクール)
１０：３０～１１：１５

10：45～11：00
水中腸活ウォーキング

11:00 (スイミング) １０：４０～１１：２５ (スイミング) (スイミング/体操) １０:３０～１１:３０
松下 茜

水上 雅美
１１：００～１１：４５ 中井 美津子

１０：３０～１１：１５
柴田　紗帆

１０：３０～１１：１５ １０：３０～１１：１５ 11:00
マスターズスイミング４５ 大橋 弥生 (スイミングスクール) (体操スクール) (スイミングスクール)臼井 千奈美 松葉 弥生 町野 祐子

スクール トップライド３０ スクール スクール

※ベビー・リトルもあり １０：４５～１１：１５

ビランクスヨーガ アクアビクス オリジナル健康体操
10：30～10：45

水中温活ウォーキング
ボディバランス

運動塾 運動塾
30

30
クロール(初級) 前川　拓穂 マスターズスイミング４５

シンプリーステップ 【少人数有料スクール】

メガダンス
１１：３０～１２：００

12:00

【少人数有料スクール】

ビランクスヨーガ

クロールトレーニング 戸田 ゆう子
ボディパンプ１１：４5～１２：30 １１：５５～１２：２５

シェイプステップ ZUMBA １１：３０～１２：１５小菅　弘一
ボディコンバット

１１:３０～１２:３０ １１：４５～１２：３０
スイミングトレーニング 松葉 弥生

前川　拓穂 １２：００～１２：４５ １１:５０～１２:５０水上 雅美 早川 みどり 松葉 弥生

12:00 クロール(中級) １１：３５～１２：２０ボディコンバット４５

１１：５０～１２：３５

30
前川　拓穂12：35～12：50

温活ストレッチ
１２：２５～１２：５５ 松平 直也

小菅　弘一

30 髙殿 礼子
１２：００～１３：００ １２：１０～１２：５５ 背泳ぎ(初級)

１２:００～１３:００

中井 美津子 戸田 ゆう子 松平 直也
13:00 運動塾 13:00

ボディパンプ３０
【少人数有料スクール】

健康水泳教室
ボディパンプ４５ 【少人数有料スクール】

ピラティス

ボディバランス４５
※奇数週FX、偶数週ST メガダンス

【少人数有料スクール】

スイミングスクール１３：００～１３：３０ スクール ボディパンプ３０

松井 かほる １３：００～１３：４５ １３：００～１３：４５ １３：１０～１３：４０
30

松平 直也
ボディアタック４５松井 かほる 中井 美津子 スクール

運動塾30
１３:００～１４:００ １３:００～１４:００ (スイミングスクール) １３:００～１４:００ １３：００～１４：００

１４：００～１４：４５30
１4：００～１５：００

山本 泉

14:00

ZUMBA アクアビクス

14:00

バレトン アクアビクス
14；00～14：15

腸活腹筋トレーニング 【少人数有料スクール】

ヨガ テクニカルエアロ【Lo】４５
町野 祐子

運動塾
１４：００～１４：４５

伊藤 憲司 中井 美津子 松井 かほる 伊藤 憲司
(体操スクール) １３：３０～１４：１５

30
岩田 純子 ボディアタック４５ 【少人数有料スクール】

太極拳
ボディコンバット４５ １４：１５～１５：００ スイミングトレーニング４５

１４：１５～１５：００ 岡本 浩史 (スイミングスクール)
中垣 敦子 大橋 弥生 ヨガ（体） １４：３０～１５：１５

１４：０５～１４：５０

１４：３０～１５：１５ 早川 みどり １４：３０～１５：１５

スクール

15:00
１４：３０～１５：３０

15:00
長谷川 大介松井 かほる 髙殿 礼子 １４：４５～１５：３０

シェイプステップ４５吉川 恵美 福田 美紀
30 30

１５：１０～１５：５５ 運動塾

運動塾 運動塾 運動塾 運動塾 運動塾 運動塾 運動塾 岡本 浩史 スクール
16:00 スクール スクール スクール スクール スクール スクール スクール 16:00

(コーディネーション)

(体操スクール) (スイミングスクール) (スイミングスクール) (体操スクール) (スイミングスクール) (コーディネーション) (スイミングスクール)

運動塾30 30
運動塾

カルチャークラス
運動塾

カルチャークラス
(キッズチア)17:00 カルチャークラス

マシン・プール利用17:45　チェックアウトタイム　18：00
18:00 カルチャークラス 18:00

(ダンシングスターズ) (ダンシングスターズ)

(新体操)

17:00
(空手)

(キッズチア)

30 30
運動塾 運動塾

運動塾
カルチャークラス カルチャークラス

30 30

19:00 19:00
ボディパンプ45

偶数週　ボディパンプ
45TB

ボディバランス４５※FX
ボディアタック３０

ボディコンバット４５
30 １９：００～１９：４５ １９：１５～１９：４５ 30

偶数週　バレトン　水上

(ハイスクールチア)

ボディアタック
宮川 美由紀 ボディコンバット45 ボディコンバット４５

１９：３０～２０：１５

中井 美津子 横井 俊之

貞 喜代彦

奇数週　　ヨガ　　福田

【少人数有料スクール】

シェイプエアロ

週変わりレッスン
町野 祐子 １９：１５～２０：００ 幣 絋輔 １９：１５～２０：００

20:00
マシン・プール利用19:45　チェックアウトタイム　20：00

30 ２０：１５～２１：００ ２０：１５～２１：００ 30

ボディコンバット４５ ボディパンプ４５
ボディコンバット４５ ＳＡＥＫＩ２０:１５～２１:１５

２０：３０～２１：１５ ２０：３０～２１：１５21:00 ２０：３５～２１：２０ 21:00
横井 俊之 マスターズスイミング３０

町野 祐子 横井 俊之
松平 直也

20:00
１９：３０～２０：３０ カルチャークラス

毎週火曜日は休館日となります。　※祝休日は18:00までの営業、特別プログラムとなります。（HP/館内にて提示させていただきます。）

２１：００～２１：３０

長谷川 大介
30 30

マシン・プール利用21:45　チェックアウトタイム　22：00 マシン・プール利用21:45　チェックアウトタイム　22：00 マシン・プール利用21:45　チェックアウトタイム　22：00 マシン・プール利用21:45　チェックアウトタイム　22：00
22:00 22:00

【　マーク表記に関して　】

【Online Live Lesson(オンラインライブレッスン)マーク】無人プログラム（映像配信）となります。

※ご予約は、通常クラス同様に「スタジオWEB予約、または当日店頭予約」にて受講となります。

【安心マーク】ご参加が初めて、久しぶりの方・体力に自信のない方も安心してお楽しみ頂けます。

【スクールマーク】別途、月会費(参加費)が必要になります。（月4回のスクールクラス）

「黄色枠」少人数スクール（定員10名）／月会費5,500円（体験料1,100円、都度利用1,500円）

【　マーク表記に関して　】

【Online Live Lesson(オンラインライブレッスン)マーク】無人プログラム（映像配信）となります。

※ご予約は、通常クラス同様に「スタジオWEB予約、または当日店頭予約」にて受講となります。

【安心マーク】ご参加が初めて、久しぶりの方・体力に自信のない方も安心してお楽しみ頂けます。

【スクールマーク】別途、月会費(参加費)が必要になります。（月4回のスクールクラス）

「黄色枠」少人数スクール（定員10名）／月会費5,500円（体験料1,100円、都度利用1,500円）

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラスLive配信クラス

Live配信クラス
■「スタジオプログラム」ついて

　・9月より、現行のスタジオ予約参加が終了になります。

　(優先入場予約を330円でメンバーサービスより行えます。)

※詳しくは、スタジオ予約参加サービスの案内をご覧下さい。

　・プログラムの間隔を空けて、換気・除菌清掃を行います。

　・定員を以下の設定とし、前後左右の人との間隔を空けます。

　・ご参加の皆さまへ「発声を慎むように」ご協力願います。

　・スタッフと参加者のハイタッチ(接触)等を自粛いたします。

　・鼻・口を覆うマスク・ネックゲイターの着用が必須となります。

定員

第1スタジオ

第2スタジオ

※皆さまのご理解とご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

通常クラス(トップライド)

30名（10名）

少人数スクール 各クラス定員/オンラインライブレッスン13名



火曜日

コナミスポーツクラブ 大垣     スタジオ＆プール　プログラムタイムスケジュール ２０２２年10月度
月曜日 水曜日 木曜日

スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール

金曜日 土曜日 日曜日
スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール スタジオ1 スタジオ2 プール

10:00

休
館
日
の
為
　
終
日
ご
利
用
頂
け
ま
せ
ん

運動塾

ベビー・リトル シェイプエアロ

10:00

運動塾 運動塾 運動塾 運動塾

30 スクール スクール スクール スクール

１０：３０～１１：１５ ベビー・リトル ベビー・リトル (スイミングスクール)
１０：３０～１１：１５

10：45～11：00
水中腸活ウォーキング

30
ボディバランス４５
※奇数週ＳＴ、偶数週FX

リラクゼーションヨガ
ビランクスヨーガ アクアビクス オリジナル健康体操

10：30～10：45
水中温活ウォーキング

ボディバランス
運動塾 運動塾

11:00 (スイミング) １０：４０～１１：２５ (スイミング) (スイミング/体操) １０:３０～１１:３０
松下 茜

水上 雅美
１１：００～１１：４５ 中井 美津子

１０：３０～１１：１５
柴田　紗帆

１０：３０～１１：１５ １０：３０～１１：１５ 11:00
マスターズスイミング４５ 大橋 弥生 (スイミングスクール) (体操スクール) (スイミングスクール)臼井 千奈美 松葉 弥生 町野 祐子

スクール トップライド３０ スクール スクール

※ベビー・リトルもあり １０：４５～１１：１５

(定員10名)
11：20～11：35

腸活腹筋トレーニング30 30
クロール(初級) 前川　拓穂 マスターズスイミング４５

シンプリーステップ 【少人数有料スクール】

メガダンス
１１：３０～１２：００

12:00

【少人数有料スクール】

ビランクスヨーガ

クロールトレーニング 戸田 ゆう子
ボディパンプ１１：４5～１２：30 １１：５５～１２：２５

シェイプステップ ZUMBA １１：３０～１２：１５小菅　弘一
ボディコンバット

１１:３０～１２:３０ １１：４５～１２：３０
スイミングトレーニング 松葉 弥生

前川　拓穂 １２：００～１２：４５ １１:５０～１２:５０水上 雅美 早川 みどり 松葉 弥生

12:00 クロール(中級) １１：３５～１２：２０ボディコンバット４５

１１：５０～１２：３５

30
前川　拓穂12：35～12：50

温活ストレッチ
１２：２５～１２：５５ 松平 直也

小菅　弘一

30 髙殿 礼子
１２：００～１３：００ １２：１０～１２：５５ 背泳ぎ(初級)

１２:００～１３:００

中井 美津子 戸田 ゆう子 松平 直也
13:00 運動塾 13:00

ボディパンプ３０
【少人数有料スクール】

健康水泳教室
ボディパンプ４５ 【少人数有料スクール】

ピラティス

ボディバランス４５
※奇数週FX、偶数週ST メガダンス

【少人数有料スクール】

スイミングスクール１３：００～１３：３０ スクール ボディパンプ３０

松井 かほる １３：００～１３：４５ １３：００～１３：４５ １３：１０～１３：４０
30

松平 直也
ボディアタック４５松井 かほる 中井 美津子 スクール

運動塾30
１３:００～１４:００ １３:００～１４:００ (スイミングスクール) １３:００～１４:００ １３：００～１４：００

１４：００～１４：４５30
１4：００～１５：００ １４：０５～１４：５０

山本 泉

14:00 14:00

バレトン アクアビクス
14；00～14：15

腸活腹筋トレーニング 【少人数有料スクール】

ヨガ テクニカルエアロ【Lo】４５
町野 祐子

運動塾
１４：００～１４：４５

伊藤 憲司 中井 美津子 松井 かほる 伊藤 憲司
(体操スクール) １３：３０～１４：１５

30
岩田 純子 ボディアタック４５ 【少人数有料スクール】

太極拳
ボディコンバット４５ １４：１５～１５：００ スイミングトレーニング４５

１４：１５～１５：００ 岡本 浩史

ZUMBA アクアビクス

(スイミングスクール)
中垣 敦子 大橋 弥生 ヨガ（体） １４：３０～１５：１５

１４：３０～１５：１５ 早川 みどり １４：３０～１５：１５

スクール

15:00
１４：３０～１５：３０

15:00
長谷川 大介松井 かほる 髙殿 礼子 １４：４５～１５：３０

シェイプステップ４５吉川 恵美 福田 美紀
30 30

１５：１０～１５：５５ 運動塾

運動塾 運動塾 運動塾 運動塾 運動塾 運動塾 運動塾 岡本 浩史 スクール
16:00 スクール スクール スクール スクール スクール スクール スクール 16:00

(コーディネーション)

(体操スクール) (スイミングスクール) (スイミングスクール) (体操スクール) (スイミングスクール) (コーディネーション) (スイミングスクール)

運動塾30 30
運動塾

カルチャークラス
運動塾

カルチャークラス
(キッズチア)17:00 カルチャークラス

マシン・プール利用17:45　チェックアウトタイム　18：00
18:00 カルチャークラス 18:00

(ダンシングスターズ) (ダンシングスターズ)

(新体操)

17:00
(空手)

(キッズチア)

30 30
運動塾 運動塾

運動塾
カルチャークラス カルチャークラス

30

【少人数有料スクール】

シェイプエアロ

週変わりレッスン
町野 祐子 １９：１５～２０：００ 幣 絋輔 １９：１５～２０：００

30 30

19:00 19:00

ボディバランス４５※FX
ボディアタック３０

ボディコンバット４５
30

１９：３０～２０：１５

中井 美津子 横井 俊之 マシン・プール利用19:45　チェックアウトタイム　20：00
20:00

１９：３０～２０：３０ カルチャークラス 奇数週　　ヨガ　　福田

１９：００～１９：４５ １９：１５～１９：４５

２０：１５～２１：００ 30

ボディコンバット４５ ボディパンプ４５
貞 喜代彦 ボディコンバット４５ ＳＡＥＫＩ２０:１５～２１:１５

20:00

偶数週　バレトン　水上

(ハイスクールチア)

ボディアタック
宮川 美由紀 ボディコンバット45 ボディコンバット４５

毎週火曜日は休館日となります。　※祝休日は18:00までの営業、特別プログラムとなります。（HP/館内にて提示させていただきます。）

ボディパンプ45TB

２１：００～２１：３０

長谷川 大介
30 30

マシン・プール利用21:45　チェックアウトタイム　22：00 マシン・プール利用21:45　チェックアウトタイム　22：00 マシン・プール利用21:45　チェックアウトタイム　22：00 マシン・プール利用21:45　チェックアウトタイム　22：00
22:00 22:00

２０：３０～２１：１５ ２０：３０～２１：１５21:00 ２０：３５～２１：２０ 21:00
横井 俊之 マスターズスイミング３０

町野 祐子 横井 俊之
松平 直也

30 ２０：１５～２１：００

【　マーク表記に関して　】

【Online Live Lesson(オンラインライブレッスン)マーク】無人プログラム（映像配信）となります。

※ご予約は、通常クラス同様に「スタジオWEB予約、または当日店頭予約」にて受講となります。

【安心マーク】ご参加が初めて、久しぶりの方・体力に自信のない方も安心してお楽しみ頂けます。

【スクールマーク】別途、月会費(参加費)が必要になります。（月4回のスクールクラス）

「黄色枠」少人数スクール（定員10名）／月会費5,500円（体験料1,100円、都度利用1,500円）

【　マーク表記に関して　】

【Online Live Lesson(オンラインライブレッスン)マーク】無人プログラム（映像配信）となります。

※ご予約は、通常クラス同様に「スタジオWEB予約、または当日店頭予約」にて受講となります。

【安心マーク】ご参加が初めて、久しぶりの方・体力に自信のない方も安心してお楽しみ頂けます。

【スクールマーク】別途、月会費(参加費)が必要になります。（月4回のスクールクラス）

「黄色枠」少人数スクール（定員10名）／月会費5,500円（体験料1,100円、都度利用1,500円）

Live配信クラス

Live配信クラス

Live配信クラスLive配信クラス

Live配信クラス
■「スタジオプログラム」ついて

　・9月より、現行のスタジオ予約参加が終了になります。

　(優先入場予約を330円でメンバーサービスより行えます。)

※詳しくは、スタジオ予約参加サービスの案内をご覧下さい。

　・プログラムの間隔を空けて、換気・除菌清掃を行います。

　・定員を以下の設定とし、前後左右の人との間隔を空けます。

　・ご参加の皆さまへ「発声を慎むように」ご協力願います。

　・スタッフと参加者のハイタッチ(接触)等を自粛いたします。

　・鼻・口を覆うマスク・ネックゲイターの着用が必須となります。

定員

第1スタジオ

第2スタジオ

※皆さまのご理解とご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

通常クラス(トップライド)

30名（10名）

少人数スクール 各クラス定員/オンラインライブレッスン13名


